
第１６４回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

日 時   平成２７年５月２１日（木）１３：３０～１６：０９ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

（前回議事要旨確認）  

 第１６３回教育研究評議会（定例）（H27.4.16 開催） 

議題１．名誉教授の選考について（資料１）（資料席上配付：回収） 

議題２．教育研究評議会における学長候補適任者の選考について（資料２） 

議題３．第 3 期中期目標・中期計画（素案）について（資料３） 

議題４．鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則の一部改正について（資料４） 

報告事項１．鹿児島大学生協との災害時の協力に関する協定について（資料５） 

報告事項２．「2015 年度広報に関する新入生アンケート」の集計結果について（資料６） 

報告事項３．平成 27 年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの実施について（資料７） 

報告事項４．学生の通称名使用に関する取扱いの制定について（資料８） 

報告事項５．平成 27 年度入試状況報告について（資料９） 

報告事項６．平成 26 年度卒業・修了者の進路状況について（資料１０） 

報告事項７．医師国家試験等合格率一覧について（資料１１） 

報告事項８．平成 27 年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(ＣＯ 

Ｃ＋)」について（資料１２） 

報告事項９．冬季における電力需給抑制対策の削減結果について（資料１３） 

報告事項１０．平成 27 年度学長裁量経費配分及び平成 26 年度学長裁量経費報告について（資料１４） 

報告事項１１．委員会報告（開催済） 

（企画） 

① 平成 27 年度第 1 回附属図書館運営委員会(H27.4.24)（資料１５） 

（教育） 

② 平成 27 年度第 1 回学生生活委員会(H27.4.13)（資料１６） 

③ 平成 27 年度大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会(H27.4.16)（資料１７） 

④ 平成 27 年度第 2 回教育センター会議(H27.4.24)（資料１８） 

⑤ 平成 27 年度第 2 回教務委員会(H27.4.28)（資料１９） 

⑥ 平成 27 年度第 2 回大学院教務委員会(H27.4.28)（資料２０） 

⑦ 平成 27 年度第 1 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H27.4.30)（資料２１） 

(入試) 

⑧ 平成 27 年度入学者選抜試験の実施に係る反省会議(H27.4.17)（資料２２） 

⑨ 平成 27 年度第 1 回入学試験実施委員会(H27.4.17)（資料２３） 

（財務） 

⑩ 平成 27 年度第 1 回財務委員会(H27.4.28)（資料２４） 

その他  

［出席委員］ ２７名 

 前田学長 

（理事）島、髙松、清原、住吉、永井 



（学部長等）平井、高津、土田、大坪、藏脇、佐野、木佐貫、渡邊、本間、岩井、橋本、松岡、宮本、 

     熊本、近藤、馬場、米田、中原、杉元、野呂、飯干 

［欠席評議員］７名 

（副学長）武隈 

（学部長等）與倉、松口、山﨑、望月、越塩、森 

［オブザーバー］ 

 赤坂監事 

［事務局］ 

（部長）外間、野田、大園、内山、廻、渡邉、山本、神之門、稲葉、平原 

（課長・事務長等）松野下、中村、通山、中園、内山、荒武、安武、松浦、落合、西、湊、上薗、増間、 

        壽福、二石、高木、上國料、安永、有川 

 冒頭、平成 27 年 4 月 16 日開催の第 163 回（定例）教育研究評議会の議事要旨（案）の確認が行われ、

原案どおり了承された。 

議題１．名誉教授の選考について（資料１）（資料席上配付：回収） 

   学長から、名誉教授の選考について諮られ、島理事から、本学名誉教授称号授与規則を適用し、当

該学部等から推薦された 18 名の名誉教授候補者である旨の概要説明があった後、各候補者について

推薦学部長等から推薦理由等について説明が行われ、審議の結果、推薦された 18 名全員について、

名誉教授の称号を授与することが了承され、名誉教授称号授与日は平成 27 年 4 月 1 日とすることが

確認された。 

  また、名誉教授称号授与式は 6 月 26 日（金）14 時から予定している旨の説明があった。 

議題２．教育研究評議会における学長候補適任者の選考について（資料２） 

   学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考について諮られ、島理事から次期学長選

考に係る教育研究評議会における学長候補適任者の選考方法等について、資料に基づき説明があり、

審議の結果、了承された。 

   なお、島理事から、経営協議会及び教育研究評議会から学長選考会議への学長選考候補適任者の推

薦期日が 10 月 2 日（金）までとなっていることから、教育研究評議会における推薦人及び各推薦ユ

ニットからの学長候補適任者の推薦依頼の提出期限については 8 月 25 日（火）として、期日までに

推薦された学長候補適任者について 9 月の教育研究評議会おいて絞り込みの選考（投票）を行い、最

終的に教育研究評議会から学長選考会議へ推薦する５人の学長候補適任者を決定する旨の説明があ

った。 

議題３．第 3 期中期目標・中期計画（素案）について（資料３） 

   学長から、第３期中期目標・中期計画（素案）について諮られ、高松理事から大学運営会議での草

案検討、学部等への意見照会等を踏まえ取りまとめた第３期中期目標・中期計画（素案）について、

文部科学省へ事前相談した結果等の説明があり、種々意見交換が行われ、各学部等からの意見も踏ま

え、内容を精査し、6 月末の文部科学省提出に向け作業を進めることとなった。 

議題４．鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則の一部改正について（資料４） 

   学長から、鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則の一部改正について諮られ、清原

理事から日本学生支援機構の奨学規程の一部改正に伴い、本学学資金返還免除候補者学内選考規則の

一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 



報告事項１．鹿児島大学生協との災害時の協力に関する協定について（資料５） 

   島理事から、鹿児島大学生協との災害時の協力に関する協定について、災害時の応急生活物資供給

等の協力に関し、鹿児島大学生活協同組合と協定を結ぶ旨資料に基づき説明があり種々意見交換が行

われた。 

   なお、協定書（案）の条文について修正意見が出され、再度検討の上、必要に応じ修正することと

なった。 

報告事項２．「2015 年度広報に関する新入生アンケート」の集計結果について（資料６） 

   髙松理事から、2015 年度新入生を対象に実施した広報に関するアンケートについて、集計結果を取

りまとめた旨資料に基づき説明があった。 

報告事項３．平成 27 年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの実施について（資料７） 

   清原理事から、平成 27 年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの実施について、資料に

基づき説明があった。 

報告事項４．学生の通称名使用に関する取扱いの制定について（資料８） 

   清原理事から、学生の通称名使用に関する取扱いの制定について、平成 27 年 3 月の入学手続者か

ら通称名使用の許可の申立書が提出され、種々検討を行い、「学生の通称名使用に関する取扱い」を

制定した旨資料に基づき説明があり種々意見交換が行われた。 

   なお、清原理事から今後の経過状況を踏まえ、必要に応じ見直しを行う旨の説明があった。 

報告事項５．平成 27 年度入試状況報告について（資料９） 

  学生部長から、平成 27 年度入試状況報告について資料に基づき説明があった。 

報告事項６．平成 26 年度卒業・修了者の進路状況について（資料１０） 

  学生部長から、平成 26 年度卒業・修了者の進路状況について資料に基づき説明があった。 

報告事項７．医師国家試験等合格率一覧について（資料１１） 

  学生部長から、医師国家試験等合格率について資料に基づき説明があった。 

報告事項８．平成 27 年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(ＣＯ 

Ｃ＋)」について（資料１２） 

   住吉理事から、平成 27 年度大学教育再生戦略推進費「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業（ＣＯＣ＋）」の事業概要等について、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた後、学

長から応募に向け検討を進める旨の説明があった。 

報告事項９．冬季における電力需給抑制対策の削減結果について（資料１３） 

  永井理事から、冬季における電力需給抑制対策の削減結果について資料に基づき説明があり、あわ

せて節電への協力要請があった。 

報告事項１０．平成 27 年度学長裁量経費配分及び平成 26 年度学長裁量経費報告について（資料１４） 

   永井理事から、平成 27 年度学長裁量経費配分及び平成 26 年度学長裁量経費報告について、平成 27

年度学長裁量経費配分が決定した旨資料に基づき説明があり、併せて平成 26 年度学長裁量経費の評

価結果等の報告があり種々意見交換が行われた。 

報告事項１１．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑩については、既に開催済みであり、各部局関係委員から確認願いたい旨の発

言があった。 

（企画） 



① 平成 27 年度第 1 回附属図書館運営委員会(H27.4.24)（資料１５） 

（教育） 

② 平成 27 年度第 1 回学生生活委員会(H27.4.13)（資料１６） 

③ 平成 27 年度大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会(H27.4.16)（資料１７） 

④ 平成 27 年度第 2 回教育センター会議(H27.4.24)（資料１８） 

⑤ 平成 27 年度第 2 回教務委員会(H27.4.28)（資料１９） 

⑥ 平成 27 年度第 2 回大学院教務委員会(H27.4.28)（資料２０） 

⑦ 平成 27 年度第 1 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H27.4.30)（資料２１） 

(入試) 

⑧ 平成 27 年度入学者選抜試験の実施に係る反省会議(H27.4.17)（資料２２） 

⑨ 平成 27 年度第 1 回入学試験実施委員会(H27.4.17)（資料２３） 

（財務） 

⑩ 平成 27 年度第 1 回財務委員会(H27.4.28)（資料２４） 

その他 なし 

   次回（定例）の開催は、平成２７年６月１８日（木）１３時３０分からとなった。 


